
№ 事業所名 住所 電話番号 定休日 営業時間 提供メニュー

1 和食 あおやま
〒300-0508
稲敷市佐倉3293-1

029-869-5022 水曜日
11：00～14：00
17：00～21：00

からあげ弁当　他メニューあり

2 惣菜 飯野屋
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲2658

029-892-2625 土・日・祝祭日 11：00～売り切れ次第終了 惣菜・仕出し弁当

3 中華料理 一龍
〒300-0507
稲敷市犬塚1617-5

029-892-5539 月・木曜日
11：30～14：00
17：00～21：00

ぎょうざ・しゅうまい・やきそば・その他

4 鮨 小野
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲455-2

029-892-4239 月曜日 12：00～20：00
すし屋の特大お好み焼き￥2,500（税込）
稲敷ビビンバ￥800（税込、稲敷の食材使用、み
そ汁付き）

5 川波美
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲2726-2

029-892-0777 月曜日 11：00～14：00　17：00～20：00
刺身・カニクリームコロッケ他
http://kawanami0777.com/
ＨＰ又はお電話でお問合せ下さい

6 ホルモン焼 じろ吉
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲691

029-893-1204 土・日・月曜日 11：00～14：00 からあげ弁当・カルビ弁当・カルカラ弁当

7 大包寿司
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲3007

029-892-2507 水曜日 10：00～21：00 通常メニュー・500円子供応援丼

8 珍満飯店
〒300-0511
稲敷市高田3548-42

029-892-2428
029-892-2054

水曜日 11：00～17：30 麺類以外

9 ステーキハウス TEXAS
〒300-0507
稲敷市犬塚1627-1

029-834-5577 火曜日 9：00～20：00 ハンバーグ・ステーキ・ローストビーフ

10 利根川屋
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲3021-4

029-892-2406 無休 11：00～16：00
ハンバーグ弁当・コロッケ弁当・
肉弁当・おかずのみもあります

11 とらや食堂
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲3132

029-892-2519 水曜日 10：00～19：00
チャーハンから揚げ弁当
（内容変更の場合あります）

12 焼鳥酒場 ひら鶏
〒300-0508
稲敷市佐倉3295-1

029-846-4109 日曜日
17：00～20：00

（15：00から受取可能）
焼鳥各種・揚げ物セット・ひら鶏弁当など

13 平家
〒300-0507
稲敷市犬塚1617-114

070-1270-1108 不定休
11：00～12：00
17：00～18：00

焼豚丼弁当・ココナツカレー弁当・
焼トリ丼弁当

14 合資会社 吉田家
〒300-0504
稲敷市江戸崎甲3015

029-892-2724 日曜日
11：00～14：30
17：00～19：30

日替わり弁当

15 かき氷カフェポニー
〒300-0507
稲敷市犬塚849-2

090-4719-9512 不定休 11：00～15：00 かき氷

№ 事業所名 住所 電話番号 定休日 営業時間 提供メニュー

15 いなのすけ市場
〒300-1412
稲敷市柴崎9188

0297-87-7777 木曜日 9：30～17：00 日替弁当・のり弁ＤＸ 受け渡し13：00まで

16 カフェぼっくり
〒301-0902
稲敷市上根本139-3

029-779-5020
土・日・月曜日

(都合により長期休
業あり)

11：00～15：00
mail:miwanaruke@gmail.com

（メール受付可）

酵素玄米弁当・とろとろ豚カレー・
子供カレー

17 中華料理 錦龍
〒300-1416
稲敷市角崎1633-2

0297-87-2433 木曜日 11：30～21：00 料理・ご飯類・麺類

18 栄寿司
〒300-1412
稲敷市柴崎8327-2

0297-87-3733 木曜日 11：30～13：30　 寿司・揚げ物

19 とんかつ傳（つたえ）
〒300-1416
稲敷市角崎1649-11

0297-87-2436 水曜日 9：30～20：00 とんかつ・メンチカツ・フライ等

稲敷市　子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業　取扱店一覧表

江戸崎地区

新利根地区



稲敷市　子育て応援お食事テイクアウトクーポン券支給事業　取扱店一覧表
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20 朝日屋食堂
〒300-0625
稲敷市須賀津299

029-894-2116 不定休 10：30～14：00 弁当各種・丼物・惣菜等

21 有限会社神崎屋商店
〒300-0641
稲敷市浮島3480

029-894-6255 日曜日 9：00～18：00
焼きそば・サンドイッチ・
唐揚・コロッケ・エビフライ・とんかつ

22 さくらがわ直売センター
〒300-0622
稲敷市神宮寺759

029-840-6363 水曜日 9：00～17：30 おにぎり弁当・レンコンコロッケ（揚げ物等）

23 珍来軒
〒300-0622
稲敷市神宮寺2263-1

029-894-4039 第３水・木曜日 11：00～18：30 チャーハン・餃子・炒め物

24 レストラン ブロス
〒300-0621
稲敷市阿波1493

029-894-2415 日曜日
11：30～14：00
17：00～20：30

ピザ・ハンバーグ・からあげ・
スパゲッティー・その他洋食全般

25 蓬莱屋商店
〒300-0621
稲敷市阿波1392

029-894-2414 日・祝祭日
11：00～17：00

電話注文は8：30～
日替り弁当・日替り惣菜

26 宮本商店
〒300-0625
稲敷市須賀津969

029-894-2566 日曜・祝祭日 7：00～19：00 日替弁当

№ 事業所名 住所 電話番号 定休日 営業時間 提供メニュー

27 ファミリーショップ アオキ
〒300-0603
稲敷市伊佐部1104-1

0299-79-0111 無 7：00～19：00
おまかせ弁当・から揚げ・
刺身他お問い合わせください

28 おお田や
〒300-0726
稲敷市西代187-6

0299-78-2552 不定休
11：00～14：00
夕方は要予約

うな重・天重・かつ重・幕の内弁当

29 五幸
〒300-0604
稲敷市釜井317-6

0299-79-1004 日・月曜日 11：30～19：30
ラーメンを除いた商品
テイクアウト専用メニューあり

30 どさんこ江戸崎店
〒300-0615
稲敷市町田196

0299-79-2279 火曜日
11：00～14：00
17：00～21：00

カラアゲ・ヤサイイタメ・レバニラ・
フライ物・エビチリ・スブタ・惣菜等

31 有限会社鮒彦総本舗
〒300-0723
稲敷市境島435

0299-78-2715 木曜日 11：00～18：00 天丼・うな玉丼・やき鳥丼・弁当

32 旬食ほづみ
〒300-0745
稲敷市橋向1182

0299-79-0166 不定休 11：30～14：00 から揚げ弁当他お問い合わせください

33 寿司・海鮮 旨いもん屋 まいど
〒300-0726
稲敷市西代2871-1

0299-80-5052 無休
平　 日 11：00～14：00,17：00～22：00
土日祝 11：00～15：00,17：00～22：00

寿司・和食お弁当他

34 美よし
〒300-0605
稲敷市幸田1630

0299-79-2207 水曜日 11：00～18：00 取扱メニューより、詳細はお問合せ下さい

桜川地区

東地区


